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(57)【要約】
【課題】選択された領域、とりわけ一次光による対象物
照明から二次光が生じる領域を保護ないし減光する、と
りわけ眼科用手術顕微鏡を用いた眼科検査ないし手術の
際に使用される「赤色反射」照明を行う際に黄斑を有効
に保護する方法及び手術顕微鏡。
【解決手段】とりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡（１）によ
って結像されるべき対象物（１６）を照明する方法にお
いて、前記対象物（１６）は、第１のスペクトル強度分
布を有する一次光と、第２のスペクトル強度分布を有す
る二次光によって照明され、該二次光は該一次光の散乱
から生じ、該二次光の強度は少なくとも１つの波長に関
して測定され、測定された強度又は該測定された強度か
ら導出される量が所定の閾値を上回るか又は下回ると、
前記二次光のスペクトル強度分布の変化を示す信号が生
成されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　とりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡（１）によって結像されるべき対象物（１６）を照明す
る方法において、
　前記対象物（１６）は、第１のスペクトル強度分布を有する一次光と、第２のスペクト
ル強度分布を有する二次光によって照明され、該二次光は該一次光の散乱から生じ、該二
次光の強度は少なくとも１つの波長に関して測定され、測定された強度又は該測定された
強度から導出される量が所定の閾値を上回るか又は下回ると、前記二次光のスペクトル強
度分布の変化を示す信号が生成されること
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　一次光として、白色光が使用されること
　を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　対象物（１６）として、眼の前部、とりわけ水晶体嚢の後部（水晶体後嚢）が使用され
ること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　二次光として、眼の網膜から反射又は後方散乱される光が使用されること
　を特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　強度の測定のために、赤色スペクトル領域内の１つの波長又は波長領域が使用されるこ
と
　を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　強度の測定のために、黄色スペクトル領域内の１つの波長又は波長領域が使用されるこ
と
　を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　強度の測定のために、フィルタを有するセンサ（１００）が使用されること
　を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　強度の測定のために、スペクトル分析が実行されること
　を特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記二次光のスペクトル強度分布の変化を示す信号が、保護機構（１０４；１０５；１
０６）を作動させるために使用されること
　を特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記保護機構（１０４）は、視野絞り（Schutzblende）、シャッタ又は保護フィルタの
作動、レンズ及び／又はプリズム又は偏向素子の調整を含む群から選択され、これらの光
学素子は前記一次光の伝播方向に配置されているか又は相応の作動に際して前記一次光の
伝播方向に配置可能に構成されていること
　を特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記保護機構（１０５；１０６）は、前記一次光の強度の低減、及びとりわけデータ差
込入射による、音響的及び／又は視覚的信号の生成を含む群から選択されること
　を特徴とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　第２のスペクトル強度分布を有する二次光を生成するために、第１の領域が第１のスペ
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クトル強度分布を有する一次光によって照明され、第２の領域を保護するために、該第２
のスペクトル強度分布とは異なる第３のスペクトル強度分布を有する二次光が生成され、
閾値比較によって生成される信号が、前記第２の領域をさらなる照明から保護する保護機
構（１０４；１０５；１０６）を作動させるために使用されること
　を特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法の使用。
【請求項１３】
　前記二次光の前記第２のスペクトル強度分布及び前記第３のスペクトル強度分布に異な
る最大強度（Intensitaetsmaxima）が存在し、該最大強度に割り当てられた波長が、強度
の測定のために使用されること
　を特徴とする請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　前記保護されるべき第２の領域からの前記二次光の前記第３のスペクトル強度分布の最
大強度が、強度の測定のために使用され、所定の閾値を越えることにより、保護機構（１
０４；１０５；１０６）を作動させるための信号が生成されること
　を特徴とする請求項１３に記載の使用。
【請求項１５】
　前記第１の領域からの前記二次光の前記第２のスペクトル強度分布の最大強度が、強度
の測定のために使用され、所定の閾値を下回ることにより、保護機構（１０４；１０５；
１０６）を作動させるための信号が生成されること
　を特徴とする請求項１３に記載の使用。
【請求項１６】
　前記保護されるべき第２の領域は眼の黄斑であり、前記第１の領域は残余の網膜である
こと
　を特徴とする請求項１２～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
　結像されるべき対象物（１６）を照明するための一次光のための照明装置（３）を有し
、該対象物が更に該一次光の散乱から生じる二次光によって照明される手術顕微鏡におい
て、
　該手術顕微鏡（１）は、前記二次光の少なくとも１つの波長に関して光強度を測定する
ための測定装置（１００、１０１）と、測定された光強度を閾値比較によって評価するた
めの評価装置（１０２）とを有し、当該比較の結果に依存して前記二次光のスペクトル強
度分布の変化を示す信号が生成可能に構成されること
　を特徴とする手術顕微鏡。
【請求項１８】
　前記信号に応じて被照明領域のための保護機構（１０４；１０５；１０６）を作動させ
るための保護装置（１０３、１０４、１０５、１０６）を備えること
　を特徴とする請求項１７に記載の手術顕微鏡。
【請求項１９】
　前記保護機構は、レンズ及び／又はプリズムを調整するための及び／又は保護フィルタ
又はシャッタを操作するためのコントロールユニット（１０４）を含むこと
　を特徴とする請求項１８に記載の手術顕微鏡。
【請求項２０】
　前記保護機構は、光源調整器及び／又は光源制御器（１０５）を含むこと
　を特徴とする請求項１８又は１９に記載の手術顕微鏡。
【請求項２１】
　前記保護機構は、音響的及び／又は視覚的信号を生成するための保護信号装置（１０６
）を含むこと
　を特徴とする請求項１８～２０のいずれか１項に記載の手術顕微鏡。
【請求項２２】
　前記光強度の測定するための前記測定装置（１００、１０１）は、前記測定されるべき
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波長を選択するための前置フィルタを有する光強度用センサ（１００）を含むこと
　を特徴とする請求項１７～２１のいずれか１項に記載の手術顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡によって結像されるべき対象物の照明方法に
関し、特に、対象物が第１のスペクトル強度分布を有する一次光と、第２のスペクトル強
度分布を有する二次光によって照明され、該二次光が該一次光の散乱から生じる、照明方
法に関する。本発明は、更に、結像されるべき対象物を照明するための一次光を生成する
ための照明装置を有する手術顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明に関連する以下の説明は、手術目的のために網膜から反射される光が使用される
眼科用手術顕微鏡において「赤色反射」照明と一般的に称される特殊例に関するが、本発
明をこれに限定することは意図していない。網膜（Retina）で反射された光は赤色スペク
トル領域に最大（極大）強度（複数）（Intensitartsmaxima）を有するため、これは「赤
色反射」（英語の“Red Reflex”）と一般的に称される。この応用例では、検査されるべ
き（被検）対象物（水晶体から角膜までの前眼房（vorderer Augenraum／anterior chamb
er of eye））は、第１のスペクトル光強度分布を有する一次光によって照明される。眼
の網膜から反射された光は、対象物に向かって後方散乱ないし反射され、したがって、い
わばバックグラウンド照明（Hintergrundbeleuchtung）ないし反帰照明（retroilluminat
ion）として、下方（後方ないし裏側）から対象物を照明する。厳密に物理学的に考察す
ると、一次光は、網膜において、反射されるのではなく、立体角依存性の強度プロフィー
ルをもって後方散乱される。説明を簡単にするために、本願の枠内において、用語「散乱
」と「反射」は、とりわけここで論議する応用例においては、同義として取り扱うものと
する。
【０００３】
　とりわけヒトの生来の水晶体（レンズ）が人工水晶体によって置換される白内障手術で
は、生来の水晶体の除去後に残存する物質（組織の小片）を赤色バックグラウンド照明（
反帰照明）のもとで容易に検知するために、及び、該残存物質を容易に除去するために、
「赤色反射」が使用される。「赤色反射」は、照明角が小さいほどいっそう顕著になるが
、これは、照明ビーム路が手術顕微鏡の主対物レンズを介して延在すること及び主対物レ
ンズの軸が基準軸と見なされるべきことを前提としている。照明角が－２°～＋２°の範
囲にあれば、良好な「赤色反射」照明が保証される。
【０００４】
　ここに説明する応用例に加えて、本発明はまた、対象物が一次光と二次光によって照明
されかつ該二次光が該一次光の散乱又は反射から生じる限り、顕微鏡分野にも一般的に適
用可能である。
【０００５】
　「赤色反射」照明と関連して眼科で使用される照明角は小さく、しかも最近の発展に応
じて（真正な０°照明にまで）ますます小さくなっているため、患者の眼の運動により患
者の黄斑が直接的にかつ危険なほど長時間にわたって照射されることがますます起こるよ
うになっている。黄斑（Makula）（「イエロースポット（gelber Fleck）」とも称される
）は、視細胞がもっとも密集しているヒト網膜の領域であり、もっとも鋭敏な視覚の部位
を含む。黄斑の直接照射及びそれから生じる患者の眼に対する著しい危険を排除すること
が不可欠である。網膜の照射時間の長期化が、とりわけ熱的作用及び光毒性作用の観点か
ら全面的に回避されるべきことは自明である。
【０００６】
　この分野では、Ｚｅｉｓｓ社の手術顕微鏡ＯＰＭＩ　Ｌｕｍｅｒａ　Ｔが技術水準から
知られている。Ｃａｒｌ Ｚｅｉｓｓ Ｓｕｒｇｉｃａｌ ＧｍｂＨの対応する２００７年
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パンフレットの第４頁には、顕微鏡が患者の眼の上方に配置されて照明装置がスイッチオ
ンされる場合に明るくかつ安定的に現れる「赤色反射」が説明されている。しかしながら
、実際には、対応する写真において認められるのは黄色の「赤色反射」である。このこと
は場合によっては黄斑が照明されていることを示唆している可能性がある。
【０００７】
　Ｃａｒｌ Ｚｅｉｓｓ Ｓｕｒｇｉｃａｌ ＧｍｂＨの上記製品に関する技術的説明は、
ＵＳ ２００４／０２２７９８９Ａ１（特許文献１）に記載されている。この文献には、
照明が顕微鏡の主対物レンズを介して導かれる眼科用手術顕微鏡が紹介されている。照明
装置は、本質的に、光ファイバ（ファイバ照明）、後置の（下流に配置される）コリメー
タ及び偏向ミラーからなり、偏向ミラーはコリメータによって集束されかつ平行に揃えら
れた（コリメートされた）光を顕微鏡の主対物レンズを介して対象面に導く。対象面は眼
の前部を貫通して延在する。ステレオ顕微鏡の観察チャネルにより近接して配置された第
２の偏向ミラーは、照明光の一部を、主観察ビーム路に対して－２°～＋２°の間の角度
で主対物レンズを介して対象面に導くが、この光は「赤色反射」を生成するために使用さ
れる。この照明ビーム路は、網膜で散乱され、立体角に依存するプロフィールで後方に反
射されることにより、対象面の赤色バックグラウンド照明（反帰照明）が得られる。この
構造では、とりわけ眼が運動する場合、「赤色反射」を十分な強度レベルで維持すること
ができないので、この刊行物では、手術顕微鏡のズームシステム（複数）によって規定さ
れる観察チャネル（複数）の周囲に複数のＬＥＤ（発光ダイオード）からなる照明リング
を配することが提案されている。各ＬＥＤは、眼を熱的ストレス（負荷）から保護するた
めに、網膜によってほぼ完全に後方反射ないし後方散乱される赤色スペクトル領域にある
光を放射する。別の例では、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）アレイがコリメータ及び白色光
源に後置される（下流に配置される）従来の照明装置が使用される。ＬＣＤアレイは、中
央領域では赤色光のみを透過させ、他方、環状の外側領域では白色光を透過させる。これ
により、外側の白色照明光錐（コーン：Beleuchtungskegel）によって包囲される内側の
赤色照明光錐（コーン）が生成される。したがって、この刊行物による保護措置（手段）
は、網膜を熱的ダメージから保護するために、適切な（赤色の）スペクトル領域による網
膜の照射に限定されている。
【０００８】
　同じ分野に関する本出願人のＵＳ ６，９１４，７２１ Ｂ２（特許文献２）では、照明
ビーム路を顕微鏡の主対物レンズの２つの異なる領域に偏向するプリズム組合せ体（コン
ビネーション）によって、被検眼の斜照明と０°照明が実現されている。この場合、斜照
明は本来の意味での対象物照明のために使用され、他方、０°照明は「赤色反射」を生成
するために使用される。保護措置（手段）として、シフト機構が設けられているが、この
シフト機構は、プリズム組合せ体を主対物レンズの光軸からこの光軸に対して垂直の方向
に遠ざける。シフトされた状態では、２つの斜めの照明路が形成されるため、「赤色反射
」は生じ得ない。中央位置（「赤色反射」あり）からシフト位置（「赤色反射」なし）へ
のプリズム組合せ体のシフトは、患者眼の網膜を保護するために、作動距離（Arbeitsabs
tand）に依存して（応じて）及び／又は照明強度に依存して（に応じて）行われる。
【０００９】
　従って、この刊行物の教示によれば、所定の作動距離を下回るか又は所定の照明光強度
を上回ると、保護措置（手段）として、「赤色反射」がプリズム組合体のシフトによって
完全に阻止される。
【００１０】
　ＵＳ ４，７１５，７０４（特許文献３）も同様に眼科用手術顕微鏡に関するものであ
るが、ここでは、眼の網膜を過大な照射負荷（ストレス）から保護するために、網膜保護
（視野）絞り（Retina-Schutzblende）が設けられている。この網膜保護絞りは、照明装
置内の、対象面と共役の位置に挿入可能であるが、対象面は眼の前部（例えば角膜）に位
置する。網膜保護絞りが挿入されることにより、中心部の減光ないし遮蔽（eine zentral
e Abschattung）が達成されるが、この場合、照明されない部分の直径は眼の瞳孔の直径
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に相当する。これにより、網膜はさらなる照射から保護される。
【００１１】
　上記の刊行物では、いずれも、網膜（Retina）の照明中における黄斑（Makula）の照明
の回避に関する問題は論議されていない。
【００１２】
　別の関連において、ＤＥ １０３ ４１ ５２１ Ａ１（特許文献４）から、観察対象物に
適合される対象物照明を決定するための方法、即ち、顕微鏡検査の際に健康（正常）組織
と悪性組織との間のコントラストを増強するための方法が知られている。この場合、悪性
組織は健康組織に対し可視スペクトル領域において異なる散乱特性を示すという事実に基
づいている。この刊行物の教示によれば、散乱特性における上記の相違がもっとも顕著に
現れる波長領域が、スペクトル分析によって求められる。後続する対象物検査は、この求
められた波長領域にある照明によって行われる。
【００１３】
　更に、ＤＥ １０３ ４１ ２８５Ａ１（特許文献５）に、同様に、分光計システムを有
する手術顕微鏡が提案されている。この分光計システムには、散乱された照明光が手術領
域から供給され、この照明光がスペクトル的に評価される。散乱された照明光のスペクト
ル成分から、検査された手術領域に存在する組織の種類（健康又は悪性）を推測すること
ができる。更に、手術領域は、傾動可能な偏向要素によっていわば走査される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】ＵＳ ２００４／０２２７９８９
【特許文献２】ＵＳ ６，９１４，７２１ Ｂ２
【特許文献３】ＵＳ ４，７１５，７０４
【特許文献４】ＤＥ １０３ ４１ ５２１ Ａ１
【特許文献５】ＤＥ １０３ ４１ ２８５ Ａ１
【特許文献６】ＤＥ１０２ ５５ ９６０ Ａ１
【特許文献７】ＵＳ ７，２０６，１２７ Ｂ２
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】Carl Zeiss Surgical GmbH、"OPMI Lumera(R) T"のパンフレット（２０
０７年）の第４頁
【非特許文献２】M. Hammer, D. Schweitzer, L. Leistritz："Bestimmung der Konzentr
ationsverteilung des Makulapigmentes aus Reflektions- und Fluoreszenzaufnahmen",
 phthalmologe 2003-100; 611-617
【非特許文献３】David Sliney und Myron Wolbarsht:"Safety with Lasers and Other O
ptical Sources", Plenum Press, 1980, S.89
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の課題は、とりわけ眼科用手術顕微鏡の上述の応用例において「赤色反射」照明
を行う際に黄斑を有効に保護すること、より一般的には選択された領域（該領域において
一次光による対象物照明から二次光が生じる）を保護ないし減光（ないし遮光）すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の課題に鑑み、本発明の第１の視点により、とりわけ手術顕微鏡等の顕微鏡によっ
て結像されるべき対象物を照明する方法が提供される。この方法において、
　前記対象物は、第１のスペクトル強度分布を有する一次光と、第２のスペクトル強度分
布を有する二次光によって照明され、該二次光は該一次光の散乱から生じ、該二次光の強
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度は少なくとも１つの波長に関して測定され、測定された強度又は該測定された強度から
導出される量が所定の閾値を上回るか又は下回ると、前記二次光のスペクトル強度分布の
変化を示す（前記二次光のスペクトル強度分布が変化したことを示す）信号が生成される
ことを特徴とする（形態１・第１基本構成）。
　更に、上記の課題に鑑み、とりわけ上記の方法を実際に使用するために、結像されるべ
き対象物を照明するための一次光のための照明装置を有し、該対象物が更に該一次光の散
乱から生じる二次光によって照明される手術顕微鏡が提供される。
　この手術顕微鏡は、前記二次光の少なくとも１つの波長に関して光強度を測定するため
の測定装置と、測定された光強度を閾値比較によって評価するための評価装置とを有し、
当該比較の結果に依存して（に応じて）前記二次光のスペクトル強度分布の変化を示す（
前記二次光のスペクトル強度分布が変化したことを示す）信号が生成可能に構成されるこ
とを特徴とする（形態１７・第２基本構成）。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の方法に係る独立請求項１及び装置に係る独立請求項１７により、上記課題に対
応する効果が夫々達成される。即ち、本発明の方法及び装置は、選択された領域、とりわ
け一次光による対象物照明から二次光が生じる領域を保護ないし減光（ないし遮光）する
こと、更に、とりわけ眼科用手術顕微鏡を用いた眼科検査ないし手術の際に使用される「
赤色反射」照明を行う際に黄斑を有効に保護することができる。
　更に、各従属請求項により夫々付加的な効果が達成される。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を示す。
　（形態１）　上掲。
　（形態２）　上記形態１の方法において、一次光として、白色光が使用されることが好
ましい。
　（形態３）　上記形態１又は２の方法において、対象物として、眼の前部、とりわけ水
晶体嚢（Linsenkapselsack/capsular bag）の後部（水晶体後嚢）が使用されることが好
ましい。
　（形態４）　上記形態３の方法において、二次光として、眼の網膜から反射ないし後方
散乱される光が使用されることが好ましい。
　（形態５）　上記形態１～４の何れかの方法において、強度の測定のために、赤色スペ
クトル領域内の１つの波長又は１つの波長領域が使用されることが好ましい。
　（形態６）　上記形態１～４の何れかの方法において、強度の測定のために、黄色スペ
クトル領域内の１つの波長又は１つの波長領域が使用されることが好ましい。
　（形態７）　上記形態１～６の何れかの方法において、強度の測定のために、フィルタ
を有するセンサが使用されることが好ましい。
　（形態８）　上記形態１～７の何れかの方法において、強度の測定のために、スペクト
ル分析が実行されることが好ましい。
　（形態９）　上記形態１～８の何れかの方法において、前記二次光のスペクトル強度分
布の変化を示す（前記二次光のスペクトル強度分布が変化したことを示す）信号が、保護
機構を作動させるために使用されることが好ましい。
　（形態１０）　上記形態９の方法において、前記保護機構は、保護絞り（視野絞り：Sc
hutzblende）、シャッタ又は保護フィルタの作動、レンズ（複数）及び／又はプリズム（
複数）又は偏向素子（複数）の（位置及び／又は配向等の）調整を含む群から選択され、
これらの光学素子は前記一次光の伝播方向に配置されているか又は相応の作動に際して前
記一次光の伝播方向に配置可能に構成されていることが好ましい。
　（形態１１）　上記形態９又は１０の方法において、前記保護機構は、前記一次光の強
度の低減、及びとりわけ（視野への）データの差込入射（スーパーインポーズ）による、
音響的（可聴）及び／又は視覚的（可視）信号の生成を含む群から選択されることが好ま
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しい。
　（形態１２）　第２のスペクトル強度分布を有する二次光を生成するために、第１の領
域が第１のスペクトル強度分布を有する一次光によって照明され、第２の領域を保護する
ために、該第２のスペクトル強度分布とは異なる第３のスペクトル強度分布を有する二次
光が生成され、閾値比較によって生成される信号が、前記第２の領域をさらなる照明から
保護する保護機構を作動させるために使用されることを特徴とする上記形態１～１１のい
ずれかの方法の使用も好ましい。
　（形態１３）　上記形態１２の使用において、前記二次光の前記第２のスペクトル強度
分布及び前記第３のスペクトル強度分布に異なる最大（極大）強度（複数）（Intensitae
tsmaxima）が存在し、該最大（極大）強度（の１つ）に割り当てられた波長が、強度の測
定のために使用されることが好ましい。
　（形態１４）　上記形態１３の使用において、前記保護されるべき第２の領域からの前
記二次光の前記第３のスペクトル強度分布の（１つの）最大（極大）強度が、強度の測定
のために使用され、所定の閾値を越える（上回る）ことにより、保護機構を作動させるた
めの信号が生成されることが好ましい。
　（形態１５）　上記形態１３の使用において、前記第１の領域からの前記二次光の前記
第２のスペクトル強度分布の（１つの）最大（極大）強度が、強度の測定のために使用さ
れ、所定の閾値を下回ることにより、保護機構を作動させるための信号が生成されること
が好ましい。
　（形態１６）　上記形態１２～１５の何れかの使用において、前記保護されるべき第２
の領域は眼の黄斑（Makula）であり、前記第１の領域は残余の網膜（網膜の黄斑以外の部
分）であることが好ましい。
　（形態１７）　上掲。
　（形態１８）　上記形態１７の手術顕微鏡において、前記信号に依存して（応じて）被
照明領域（複数）のための保護機構を作動させるための保護装置を備えることが好ましい
。
　（形態１９）　上記形態１８の手術顕微鏡において、前記保護機構は、レンズ（複数）
及び／又はプリズム（複数）を（位置及び／又は配向等に関して）調整するための及び／
又は保護フィルタ又はシャッタを操作するためのコントロールユニットを含むことが好ま
しい。
　（形態２０）　上記形態１８又は１９の手術顕微鏡において、前記保護機構は、光源調
整器及び／又は光源制御器を含むことが好ましい。
　（形態２１）　上記形態１８～２０の何れかの手術顕微鏡において、前記保護機構は、
音響的（可聴）及び／又は視覚的（可視）信号を生成するための保護信号装置を含むこと
が好ましい。
　（形態２２）　上記形態１７～２１の何れかの手術顕微鏡において、前記光強度の測定
するための前記測定装置は、前記測定されるべき波長を選択するための前置（上流側に配
された）フィルタを有する光強度（測定）用センサを含むことが好ましい。
【００２０】
　本発明によれば、対象物の直接照明に用いられる一次光の散乱から生じる二次光の強度
が、少なくとも１つの波長（又は１つの波長領域）に関して測定され、この測定された強
度（「測定強度」）（又は該測定強度から導出された量）が所定の閾値を上回ると（又は
下回ると）、二次光のスペクトル強度分布の変化、従って、二次光が散乱によって生成さ
れる領域の変化（が生じたこと）を示す（表す）信号が生成される。強度が（所定の閾値
を）上回ることが検出されるか或いは下回ることが検出されるかは、所望の領域に由来す
る（から生じる）二次光のスペクトル領域における上記測定された波長（又は波長領域）
の位置に依存する（に応じて決まる）。例えば、測定された波長が、所望の（保護される
必要のない）領域から生じる二次光の主スペクトル領域（即ち高強度スペクトル領域）に
ある場合（即ち「赤色反射」が所望される場合に赤色の波長が検出される場合）、所定の
閾値を下回ることは、二次光の主スペクトル領域即ちこの光が生じる照明された領域がシ
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フトしたことを示すことができる。他方、不所望の（保護されるべき）領域からの二次光
に割り当てることのできる波長（この場合、例えば黄色光）が検出される場合、所定の閾
値を上回ることは、まさしくこの不所望の領域が照明されていることを示すことができる
。
【００２１】
　一次光によって照明され、散乱によって二次光が生成される領域の上記の変化は、一方
では、この領域における運動によって又は照明の方向の変化によって引き起こされること
ができる。眼科用手術顕微鏡における「赤色反射」照明に関する上記の場合、このような
変化は、とりわけ眼の運動する際に生じる。例えば眼が回転すると、その結果、黄斑が照
明され得る。この場合、「赤色反射（Red Reflex）」ではなく「黄色反射（Yellow Refle
x）」が生じる。これに関連して、散乱によって対象面に後方反射される光のスペクトル
成分に変化が生じる。本発明により、この変化は、二次光の強度が少なくとも１つの波長
において測定されることによって検出される。これに適する方法の例として、以下の２つ
の方法が考えられる。一方では、通常の場合（例えば網膜照明の場合）に（複数の）最大
（極大）強度（Intensitaetsmaxima）が存在する（赤色スペクトル領域の）波長を考慮す
ることができる。二次光が生じる空間領域の変化がスペクトル成分の変化を引き起こす場
合（例えば黄斑が網膜の残りの（黄斑以外の）領域の代わりに照明される場合）、この事
実（現象）は、（赤色スペクトル領域において）選択された波長での強度が所定の閾値を
下回ることによって、検出されることができる。他方では、二次光が生じる保護されるべ
き領域が１つの最大（極大）強度を有する（１つの）波長領域に（この例では黄色スペク
トル領域に）、測定されるべき波長を設定することもできる。この種の領域に移行する場
合、（黄色スペクトル領域にある）該選択された波長での光の強度は、所定の閾値を上回
ることになろう。上記の何れの場合において、本発明によれば、二次光のスペクトル強度
分布の変化（が生じたこと）を、即ち、保護される必要のない領域から二次光が生じる保
護されるべき領域への不所望の移行（が生じたこと）を示す信号が生成される。
【００２２】
　黄色スペクトル領域における上記の強度測定を行う場合、本発明の方法は、（加齢）黄
斑変性（Makuladegeneration）の確認（検出）にも使用可能である。検眼鏡検査では黄斑
（Makulagelb）として視認され得るキサントフィルは、青色スペクトル領域において吸収
を行う色素であるが、この色素は、カロチノイド類のルテイン及びゼアキサンチンを含ん
で構成され、かつ、光受容体に存在する。キサントフィルは、一方では短波長の高エネル
ギービームを吸収することによって、他方ではフリーラジカルに結合するその性質によっ
て、黄斑を保護する。したがって、黄斑中のキサントフィルの濃度が小さいことは、加齢
黄斑変性症（ＡＭＤ）に関する可能な危険因子と見なされ得る（これについては、M. Ham
mer, D. Schweitzer, L. Leistritz：“Bestimmung der Konzentrationsverteilung des 
Makulapigmentes aus Reflektions- und Fluoreszenzaufnahmen（反射及び蛍光撮像画像
からの黄斑色素の濃度分布の決定）”, Ophthalmologe 2003-100; 611-617 参照）。した
がって、本発明の方法による強度測定が黄斑の黄色スペクトル領域で実行される際に、測
定された強度（「測定強度」）値は健康な黄斑の強度値と比較されることができる。測定
強度値が健康な黄斑に対応する強度値より小さいとすれば、それから黄斑変性を推測する
ことができる。従って、この場合、黄斑の黄色スペクトル領域における測定強度が所定の
閾値を下回れば、二次光のスペクトル強度分布の、この場合は病的な黄斑変性により生じ
た変化を示す（表す）信号が生成されることになろう。更に、この場合も同様に、黄斑反
射のより小さい強度に依存して（に応じて）予め定められた更なる閾値の上回りが（変性
的に病化した）黄斑が照明されたことを示す（ものとする）ことにより、本発明による方
法はさらに（病気により変化した）黄斑の保護のために使用することができる。
【００２３】
　結像されるべき対象物を照明するための一次光を生成する照明装置を有し、該対象物が
該一次光の散乱から生じる二次光によっても照明される本発明の手術顕微鏡は、該一次光
の散乱から生じる二次光の少なくとも１つの波長（又は１つの波長領域）に関する光の強
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度を測定するための測定装置を有することを特徴とし、更に、閾値比較によって該測定さ
れた光強度を評価するための評価装置を有し、この比較結果に依存して（応じて）該二次
光のスペクトル強度分布の変化を示す信号を生成することができることを特徴とする。
【００２４】
　そのような手術顕微鏡は、黄斑変性の検出装置としても使用可能である。これに関する
より詳細な説明は、本発明の方法に関する上記の説明が参酌されるべきである。この使用
のための前提（条件）は、上記の測定装置が黄斑の黄色スペクトル領域で光強度を測定す
ること、健康黄斑に関して（第１の）閾値が定められる（求められる）こと、及び、この
（第１の）閾値を下回った場合、（加齢）黄斑変性（の存在）の可能性を示す（指示する
）信号が生成されることである。
【００２５】
　当該適用（応用）から独立に（無関係に）又はそれに加えて、本発明の手術顕微鏡は、
照明領域の保護のために使用することも可能である。この目的のために、本発明の手術顕
微鏡は、上記信号ないし当該信号の存在に依存して（応じて）照明領域のための保護機構
を作動（活性化）させるための保護装置を有する。
【００２６】
　すでに変成的に病化した黄斑が照明から保護されるべき場合、選択されるべき閾値は、
健康な黄斑の場合よりも相応により小さく設定されるべきことは自明である。この場合、
（より小さい）閾値の上回りは、（病化した）黄斑が照明されたことの指標として使用す
ることができ、これに応じて上述の保護機構を作動させることができる。
【００２７】
　この種の手術顕微鏡を使用することによって、本発明の方法はとりわけ良好に（更なる
形態に）転換（変更）されることができる。例えば、評価装置によって上記信号が生成さ
れたとき、保護装置が駆動（制御）されて保護機構を作動させることができる。したがっ
て、上記の信号の生成によって、対象物照明に使用される光の散乱によって二次ビームが
生じる（保護されるべき）領域が不所望に照射されるのを防止するために効果的な（有効
な）措置を取ることができる。
【００２８】
　以下に、本発明の方法及び本発明の手術顕微鏡の種々の実施形態を一緒に説明する。し
たがって、本発明の方法の従属請求項に記載された種々の実施形態から本発明の手術顕微
鏡の対応する実施形態（構造ないし作動態様）を導出する（構成する）ことができ、その
逆もまた同様である。更に、本発明の特徴（複数）は、ここ及び後に説明する組み合わせ
で使用できるだけではなく、他の組み合わせでも、適切である限り、単独でも使用可能で
あることに留意すべきである。したがって、互いに組み合わされて説明された特徴は、互
いに分離されて（別々に）本発明のために使用することも可能である。
【００２９】
　一次光として白色光が使用されと、即ち、一次光を生成するために使用される白色光源
が照明装置に含まれると、とくに有利である。顕微鏡によって結像されるべき対象物に対
する白色光照明は、観察画像の色中立性（Farbneutralitaet）のために及び利用者のため
のディテール識別能（Detailerkennbarkeit）のためには、例えば本明細書の冒頭部分で
論議したＵＳ２００４／０２２７９８９Ａ１（特許文献１）において網膜の保護のために
提案されたような特定の１つの波長による対象物の照明よりも有利である。
【００３０】
　二次光は一次光の散乱から生じるので、二次光のスペクトルは、一般的に（眼科での使
用の際に重要ではない物理的に特殊な場合を別にして）、一次光のスペクトルに含まれる
。一次光の強度スペクトル分布が、とりわけ可視スペクトル領域において複数の色をカバ
ーするために、二次光の強度スペクトル分布よりも広い帯域幅を有するように選択される
と有利である。上述の白色光の使用はとくに好都合である。
【００３１】
　既述のとおり、眼前部、とりわけ水晶体嚢（Linsenkapselsack/capsular bag）の後部
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（水晶体後嚢）が結像されるべき対象物として使用される場合、本発明の適用は有利であ
る。この場合、眼の網膜（Retina）から反射ないし後方散乱される光が二次光として使用
される。同様に既述のとおり、赤色スペクトル領域又は黄色スペクトル領域にある１つの
波長又は１つの波長領域を強度測定のために使用するのが有利である。この場合、本発明
に応じ、黄色スペクトル領域にある所定の閾値を（測定）強度が上回ることによって又は
赤色スペクトル領域にある所定の閾値を測定強度が下回ることによって、網膜から黄斑へ
の移行が示される（指示ないし通知される）。
【００３２】
　上に検討した適用形態では、光強度測定において、とりわけ黄色及び／又は赤色反射光
の強度が測定される。この目的のために、単純な場合では、適切な帯域幅を有する（１つ
の）フィルタを有する適切な（１つの）センサだけで十分である。他方、干渉計又は色温
度測定器もこの目的のために使用することができる。これらの装置によって、スペクトル
分析も実行することができるが、これは、フィルタを有する（１つの）センサを使用する
場合と比べると技術的により大掛かりでありかつより高価である。
【００３３】
　原理的には、二次光が生じる領域（複数）の識別（区別）は、引き続き上述の適用形態
について説明すると、まず「赤色反射」のスペクトル強度分布が記録（検出）されかつ適
切に記憶され、次いで顕微鏡検査中に、有利には連続的に、二次光のスペクトル強度分布
が記録（検出）されることによって実行されることができる。記憶されたスペクトルと（
連続的に：laufend）記録（検出）されたスペクトルとの差分スペクトル（Differenzspek
trum）は、黄斑が照射された場合即ち「赤色反射」の代わりに「黄色反射」が現れる場合
に初めて、ゼロからの有意な偏差ないしずれ（すなわち最大（極大）差分（複数）：Diff
erenzmaxima）を生じる。したがって、この場合、二次光の強度は黄色スペクトル領域を
含む（１つの）波長領域にわたって（連続的に）測定され、それから導出された差分スペ
クトルが黄色スペクトル領域にある所定の閾値を上回ると、照明領域の性質（状態）の変
化を示し（通知ないし表示し：signalisiert）、したがって適切な保護機構を作動させる
ことが可能な上述の信号が生成される。目的の領域（複数）における強度分布の性質（状
態）に応じて、当業者であれば、適切な識別（区別）を行うことができよう。スペクトル
強度分布における例えば上述の場合では網膜と黄斑との間の差が十分に大きければ、１つ
の波長（又は１つの狭い波長領域）で強度を測定し、これを（１つの）閾値と（直接的に
）比較する単純な適用形態を使用することができる。
【００３４】
　本発明は、上記の意味での「バックグラウンドビーム（Hintergrundstrahlung）」を生
成する特定の（所定の）領域（複数）を照明から除外すること又は該領域を過度に大きな
照明強度から保護することを可能にする。このために、有利には、上述の閾値比較の結果
に依存して（応じて）作動されることができる保護機構が設けられる。
【００３５】
　これに応じて、第２のスペクトル強度分布を有する二次光を生成するために第１の領域
が第１のスペクトル強度分布を有する一次光によって照明される本発明の方法は、第２の
スペクトル強度分布とは異なる第３のスペクトル強度分布を有する二次光を生成する第２
の領域の保護のために使用することができる。この場合、閾値比較によって生成される信
号は、当該第２の領域をさらなる照明から保護する保護機構の作動（制御）のために使用
される。有利には、二次光の第２の及び第３のスペクトル強度分布に異なる最大（極大）
強度（複数）が存在し、（少なくとも）１つのそのような最大（極大）強度（ないしそれ
に割り当てられた波長）が、上記方法に応じた強度測定のために使用される。
【００３６】
　既述のとおり、保護されるべき第２の領域からの二次光の第３のスペクトル強度分布の
（１つの）最大（極大）強度が（例えば黄斑の黄色の波長の）強度測定に使用され、所定
の閾値が上回られることにより保護機構の作動（Ansteuerung）のための信号が生成され
ると有利である。反対に、第１の領域からの二次光の第２のスペクトル強度分布の（１つ
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の）最大（極大）強度が（例えば網膜の他の部分からの赤色の波長の）強度測定に使用さ
れ、所定の閾値を下回ることにより保護機構の作動のための信号が生成されることも有利
であり得る。
【００３７】
　保護機構としては、以下に挙げるイベントの１つ又は複数が使用可能である：保護絞り
（視野絞り：Schutzblende）又は保護フィルタの作動（Betaetigen）、レンズ（複数）及
び／又はプリズム（複数）又は偏向素子（複数）の（位置及び／又は配向等の）調整、但
し、これらの光学素子は一次光の伝播方向に配置（配向）されているか、又は該光学素子
が相応に作動される際に一次光の伝播方向に配置（配向）可能に構成されている。より具
体的には、（１つの）保護絞り（視野絞り）は、例えば本明細書冒頭部分に述べたＵＳ４
，７１５，７０４（特許文献３）に提案されているように、一次照明ビーム路上の、対象
面に共役な照明装置内の位置に旋回されて配置されることができる。保護絞り（視野絞り
）の代わりに、不所望の領域（例えば黄斑）で吸収され、そこに熱的及び／又は光毒性ダ
メージを引き起こし得る光を一次光からフィルタ除去する保護フィルタを設けることも可
能である。したがって、黄斑を保護するために、黄色波長領域外の光に対して不透明な（
非透過性の）保護フィルタが使用されるであろう。電子光学的な照明変化もまた、この目
的のために使用することができる。一次光の伝播方向に配置された照明装置の内部におけ
るレンズ（複数）又はプリズム（複数）、とりわけ偏向プリズム（複数）又はより一般的
な偏向素子（複数）の（位置及び／又は配向等の）調整によって、一次照明ビーム路の方
向が変化されることができるため、「赤色反射」のために必要な照明角は最早維持されな
い。このようにして一次光の散乱を完全に阻止することができ、かくして、不所望の領域
（黄斑）の照明を同時に阻止することができる。
【００３８】
　他方、上記保護機構は、一次光の強度の低減、及び、とりわけ（視野への）データの差
込入射（スーパーインポーズ）のための、音響的（可聴）及び／又は視覚的（可視）信号
の生成によって構成される群からの１つ又は複数の措置を含むことができる。一次光の強
度の低減によって、不所望の領域（例えば黄斑）の照明を無害なレベルに低減することが
できる。音響的及び／又は視覚的信号（複数）は、ユーザ（例えば外科医）に対し、ユー
ザが不所望の領域（黄斑）を照明していることを知らせることにより、ユーザ自身が適切
な是正措置を取ることができるようにする。手術顕微鏡の場合、データの差込入射（スー
パーインポーズ）、例えば外科医の視界（視野）における視覚的（視認可能な）警報信号
は重要である。
【００３９】
　以下に、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。なお、特許請求の範囲に付
した図面参照符号は専ら発明の理解を助けるためのものであり、本発明を図示の態様に限
定することは意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の手術顕微鏡の一例の模式図。
【図２】ヒトの眼の網膜の「赤色反射」に関する透過、吸収及び反射曲線。
【実施例】
【００４１】
　図１は、とりわけ眼科に適合されたステレオ顕微鏡の一例を概略的に示す。このような
ステレオ顕微鏡の構造と作動態様は、ＤＥ １０２ ５５ ９６０ Ａ１（特許文献６）及び
これに対応するＵＳ ７，２０６，１２７ Ｂ２（特許文献７）に具体的に記載されている
。これらの刊行物の全内容は引用を以って本書に繰り込みここに記載されているものとす
る。以下においては、説明の反復を回避しかつ理解を容易にするために、上述のステレオ
顕微鏡の本質的な要素及び本発明に関連する要素のみを詳細に説明する。
【００４２】
　ステレオ顕微鏡１は、本質的な光学コンポーネントとして、主対物レンズ２、横置きな
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いし水平ズームシステム７及び接眼鏡システム（不図示）を有する。主対物レンズ２とズ
ームシステム７の間には、第１の偏向素子５が設けられている。ズームシステム７には、
更なる偏向素子６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ、６ｅ、９、１０と、光学的付加（アドオン）コ
ンポーネント８ａ、８ｂ、８ｃが後置されている。横置きズームシステム７を使用するこ
の構造は、構造高さを低くすることを可能にするが、このことは（例えば眼科用の）手術
顕微鏡にとって重要な利点である。
【００４３】
　照明装置３は、ファイバケーブル４を介して供給された光を、偏向素子３ａを介して観
察されるべき対象物１６に案内するが、その際、照明ビーム路は、主対物レンズ２を介し
て案内される。照明装置３の主軸には図面参照符号１２を付した。
【００４４】
　図示の場合、ズームシステム７は、主観察者及び補助観察者（副観察者）のために夫々
２つの観察チャネルを有する。これに応じて、主対物レンズ２は、鉛直方向において、２
つの主観察ビーム２０ａ、２０ｂと、２つの補助者用観察ビーム（副観察ビーム）２０ｃ
、２０ｄによって貫通通過される。これらの観察ビームは、偏向素子５によって偏向され
た後、ズームシステム７の夫々対応する観察チャネルに入射する。図面参照符号２７はズ
ームシステム７の中心軸を示す。
【００４５】
　上記観察ビームは、上記更なる偏向素子６ａ～６ｅによって更に垂直又は水平に偏向さ
れる。この場合、これらの偏向素子の一部はビームスプリッタとして構成されることがで
きるが、これにより、図面参照符号１５、１８及び１７によって示された観察軸を実現す
ることができる。本質的な観察軸は、図１に図面参照符号１４及び２３で示されており、
それぞれ主観察者２１及び補助観察者２２のために使用される。観察のために必要なアイ
ピース（接眼レンズ）を含む双眼（両眼）鏡筒（Binokulartuben）は見易さの観点から図
１に示されていない。
【００４６】
　ビーム２０ａ～２０ｄは偏向素子６ｂによって水平方向に偏向され、偏向素子９に入射
する。偏向素子９は、ビーム２０ｃ、２０ｄのみを補助者用観察軸（副観察軸）２３に偏
向するよう構成されており、他方、ビーム２０ａ、２０ｂは偏向素子９を（貫通）通過し
、更なる偏向素子６ｄに入射する。そこから、ビーム２０ａ、２０ｂは偏向素子６ｅを介
して主観察者２１用の観察軸１４に到達する。観察軸１４は、（とりわけズームシステム
７が横置き配置されることにより、）観察されるべき対象物１６に対する鉛直方向の距離
がとりわけ小さいという特徴を有する。
【００４７】
　１つの特別の実施例では、偏向素子１０は、軸３１を中心として回動可能に構成されて
いるが、更に、付加的に（これに加えて）又は代替的に（これの代わりに）軸１３を中心
として回動可能に構成されることもできる。図示のステレオ顕微鏡のこの構造態様及び更
なる構造態様については、冒頭に述べた刊行物を参照されたい。
【００４８】
　図面参照符号１１は、図１において、主対物レンズ２の対称軸を示す。上記光学的付加
（アドオン）コンポーネント８ａ～８ｃとしては、フィルタ、レーザ（用）シャッタ、光
学的スプリッタ、データ差込入射（スーパーインポーズ）装置等が使用可能である。更に
は、ダイヤフラム（絞り）、ディスプレイ等も使用可能である。適切なかつ一般的に利用
されている付加（アドオン）コンポーネントは当業者には既知である。
【００４９】
　とりわけ眼科に適合された図１に示された手術顕微鏡は、本明細書の冒頭部分で詳細に
説明したような、いわゆる「赤色反射」照明を使用して眼を手術するために使用すること
ができる。眼の黄斑を有害な照明から保護するために又は黄斑変性疾患を検出（診断）す
ることができるようにするために、手術顕微鏡１は、以下のように構成及び変更されると
有利である：
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【００５０】
　少なくとも１つの波長に関して光強度を測定するための測定装置として、この実施例で
は偏向素子５の周囲（Peripherie）に配置されたセンサ１００が使用され、該センサ１０
０は、測定されるべき波長に適合されたフィルタを備え、更に、（該センサ１００に）後
置された（下流に配された）信号分析装置１０１を有する。結像されるべき即ち照明され
る対象物１６は、とりわけ眼の水晶体嚢（Linsenkapselsack）の後部（水晶体後嚢）であ
る。照明装置３から放射された一次光は眼の網膜によって二次光として反射ないし後方散
乱される。この二次光は、いわば、下方（裏側ないし後ろ側）からの対象物１６の付加的
照明を形成する。所望されているのは赤色波長領域にある付加的照明であり、他方、黄色
波長領域にある（付加的）照明は、照明から保護されるべき眼の黄斑が照射されているこ
とを示している。
【００５１】
　すでに何度も説明したように、この実施例では、１つの波長（又は１つの波長領域）は
黄色スペクトル領域又は赤色スペクトル領域で測定可能である。信号分析ユニット（装置
）１０１によって処理されるセンサ信号は、（該ユニット１０１の）後置された（下流に
配された）信号処理ユニット即ち評価装置１０２に供給される。この場合、測定されたス
ペクトル光強度は閾値比較によって評価され、この比較の結果に依存して（応じて）（１
つの）信号が生成されることができる。
【００５２】
　例えば黄色波長領域即ち凡そ５６０ｎｍ～凡そ５９０ｎｍの領域で測定が行われる場合
、眼の網膜が照明されているあいだは、比較的小さい反射率が得られることになる。これ
に対し、黄斑が（意図せずに）照明されると、反射された光の強度は黄色スペクトル領域
において急激に上昇することになろう。したがって、（１つの）閾値を適切に規定するこ
とによって、測定された光強度がこの閾値を上回ったとき、網膜から黄斑への照明の変化
（照明の対象ないし領域が網膜から黄斑に変化したこと）が検出されることができる。評
価装置１０２からコントロール（制御）ユニット１０３に信号が出力（供給）されること
により、照明された黄斑を保護するための措置が図られることができる。
【００５３】
　図示の実施例では、保護装置は、保護機構として、上述のコントロール（制御）ユニッ
ト１０３並びに（更なる）コントロール（制御）ユニット１０４及び光源調整器／制御器
１０５を含む。（更なる）コントロールユニット１０４は、例えば照明装置３内のプリズ
ム（複数）及び／又はレンズ（複数）を（位置及び／又は配向等について）調整し及び／
又はフィルタ及び／又はシャッタを作動させることにより、黄斑の照明が有害作用を有し
ないように一次光の強度を低減しないし一次光の周波数を変化することができる。付加的
に（これに加えて）又は代替的に（これの代わりに）、同様にコントロールユニット１０
３により制御される光源制御器１０５を保護機構として備えることができる。光源制御器
１０５は、光源１１０に作用し、例えば一次光の強度が黄斑に対して無害な値にまで低下
されるように光源１１０の供給電圧を低下させる。
【００５４】
　同時に、保護されるべき黄斑の領域が照射されたことを示す（知らせる）ために、上述
の保護機構に加えて視覚的及び／又は音響的信号を出力する外部の保護信号装置１０６を
備えると好都合である。
【００５５】
　図２は、０．２μｍ～１．５μｍの波長領域（「波長」：横軸）に対するパーセント値
（「パーセント」：縦軸）で示された、眼本体から網膜に至るまでの透過曲線及び網膜に
対する吸収曲線を模式的に示す。このグラフから明らかなとおり、最大の吸収は青色から
緑色のスペクトル領域で生じる。橙色から赤色の波長領域及びそれ以上には大きな透過率
がある。この図は、書籍“Safety with Lasers and Other Optical Sources”、David Sl
iney及びMyron Wolbarsht著、Plenum Press、1980、第８９頁（非特許文献３）から引用
した。この図には反射曲線も記載されている。反射は、青色スペクトル領域から緑色、黄
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色及び橙色スペクトル領域を介して赤色スペクトル領域まで連続的に上昇する。これがい
わゆる「赤色反射」の原因である。これに対し、黄斑は、５６０ｎｍ～５９０ｎｍの黄色
波長領域に最大反射率（Reflexionsmaximum）を有する。
【００５６】
　以上、本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例の構成にのみ制限
されるものでなく、本発明の範囲内で当業者であればなし得る各種変形、修正を含むこと
は勿論である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　ステレオ顕微鏡、手術顕微鏡
　２　主対物レンズ
　３　照明装置
　３ａ　偏向素子
　４　ファイバケーブル
　５　偏向素子
　６ａ～６ｅ　偏向素子
　７　ズームシステム
　８ａ～８ｃ　光学的付加（アドオン）コンポーネント
　９　偏向素子
　１０　偏向素子
　１１　主対物レンズの対称軸
　１２　主軸
　１３　回転軸
　１４、１５、１７、１８、２３　観察軸
　１６　対象物
　２０ａ、２０ｂ　主観察ビーム
　２０ｃ、２０ｄ　補助者用観察ビーム（副観察ビーム）
　２１　主観察者
　２２　補助観察者（副観察者）
　２７　ズームシステムの中心軸
　３１　回転軸
　１００　センサ
　１０１　信号分析ユニット
　１０２　信号処理ユニット、評価装置
　１０３　コントロール（制御）ユニット
　１０４　プリズム（複数）／レンズ（複数）の（位置）調整のための又はフィルタ／シ
ャッタの操作のためのコントロール（制御）ユニット
　１０５　光源調整器／制御器
　１０６　外部の保護信号装置
　１１０　光源
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